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申告・記帳・決算
新規開業・法人設立
労働保険・一人親方
税金相談・法律相談

《相談は大宮民商へ》

全国商工新聞 第 3428 号 付録

☆班集金・個別集金ともに 15 日集金へのご協力をお願いします。☆相談・来所時は事前に電話予約してください。
〈世相〉国勢調査が始まっています。国勢調査は統計法という法律に基づいて行なわれ、回答する「義務」（報告義務）が定められています。

《 大宮民商 予定表 》
 9/27（日）与野支部役員会
10/ 9（金）大宮支部総会 18:30 ～（みな家）
10/13（火）婦人部総会 12:00 ～（大宮民商 2 階）
10/25（日）大宮民商 本部総会（西部文化センター）

大宮民商 婦人部総会
日時 ： １０月１３日（火） １２: ０0開会

会場 ：大宮民商2階

　総会後は食事懇親会です。お弁当を用意します。
参加申込は10/9までに民商の平山まで連絡ください。

収支内訳書が無くても申請できるようになった !　さいたま市 緊急経済支援金 10 万円
内容

市内に本社がある小規模法人と、市内で事業を行い住民登録のある個人事業主に支給。※市税の滞納が無いこと。
※令和2年4月7日以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。

申請方法 9 月 30 日まで に簡易書留で郵送（書類は市役所と大宮・浦和・中央・岩槻区役所で配布。市ホームページからダウンロード可）

必要書類

法人□�令和元年分の法人税 確定申告書 別表一の控え（税務署の受付印があるもの）□法人事業概況書（両面）の控え
　　□��登記簿謄本（発行 3カ月以内）または法人設立届の控え

個人□�身分証明書（運転免許証、健康保険証など）　□�確定申告書�第一表の控え（令和元年分。税務署の受付印があるもの）
　　□�税務署に提出した開業届の控え もしくは�青色決算書 

　※ 白色申告で開業届を税務署に提出していない人は、下記 3 点を用意すれば OK ！
　　　□「個人事業主としての確認書（開業届未提出者用）」
　　　□令和元年分の確定申告書 第二表の控え　□収支内訳書の両面（事業所得、不動産所得）の控え
　　　　収支内訳書も出せない場合は、事業実態を確認するための書類を用意すれば OK ！
　　　　〔例〕☆帳簿、売上台帳などの写し（年間でなく、一部期間で可）　　☆店舗、事業所等の写真
　　　　　　☆受発注伝票、支払調書、依頼票（一部でも可）　　　☆業種別組合の組合員証の写し（〇〇業組合 等）

共通�□振込先口座の通帳の１・２ページ目　□許認可証等の写し（事業活動に必要な業種のみ）

さいたま市の事業者向け支援金の申請期限日は�9月30日です！�忘れずに！

最低賃金 10 月から変更
　各都道府県ごとの最低賃

金が 10月から順次改定され

ます。新型コロナウイルスの

影響で、どこも 1～ 3 円ほ

どのわずかな増額です。据え

置きの地域もあります。

　埼玉県は改定前と比べ 2

円上がり、最低賃金時間額

（最低時給額）は 928円となりました。全国加重平均額は

902円となりました。

※ 全国加重平均額とは：単純平均ではなく、労働人口を反
映させて算出した平均額。

都道府県名 改定額（改定前） 都道府県名 改定額（改定前）

北海道 861（861） 滋　賀 868（866）

青　森 793（790） 京　都 909（909）

岩　手 793（790） 大　阪 964（964）

宮　城 825（824） 兵　庫 900（899）

秋　田 792（790） 奈　良 838（837）

山　形 793（790） 和歌山 831（830）

福　島 800（798） 鳥　取 792（790）

茨　城 851（849） 島　根 792（790）

栃　木 854（853） 岡　山 834（833）

群　馬 837（835） 広　島 871（871）

埼　玉 928（926） 山　口 829（829）

千　葉 925（923） 徳　島 796（793）

東　京 1,013（1,013） 香　川 820（818）

神奈川 1,012（1,011） 愛　媛 793（790）

新　潟 831（830） 高　知 792（790）

富　山 849（848） 福　岡 842（841）

石　川 833（832） 佐　賀 792（790）

福　井 830（829） 長　崎 793（790）

山　梨 838（837） 熊　本 793（790）

長　野 849（848） 大　分 792（790）

岐　阜 852（851） 宮　崎 793（790）

静　岡 885（885） 鹿児島 793（790）

愛　知 927（926） 沖　縄 792（790）

三　重 874（873） 全国加重平均額 902（901）

2020 年 10 月 1 日から

埼玉県の最低賃金
時間額 928 円
使用者も従業員も、

今一度確認を。



家賃支払いがある事業者を支援～ （国）家賃支援給付金　
支給対象
①②③を
全て満た
すこと

①  2019 年 12 月 31 日以前から事業収入を得ており、今後も事業継続を望む中小企業及び個人事業者。
②  5月～12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲ 50％以上または連続する 3ヵ月の合計で前年同期比▲ 30% 以上。
③事業のために占有する土地・建物の賃料支払いがある。

駐車場や倉庫、個人事業主の住居兼事務所で事業用として税務申告している部分も支給対象です

対象外
・�転貸を目的とした取引　・貸し主と借り主が夫婦または一親等以内の取引
・貸し主と借り主が実質的に同じ取引（社長が自分の会社に貸している、など）

給付額 支払賃料× 2/3 の 6 倍（法人最大 600 万円　個人最大 300 万円）※細かな算定法は経産省 HP を参照

申請期限 2021 年 1 月 15 日まで　支給が決定されると、大家さん（貸し主）にも通知が届きます

申請窓口
完全予約制 ℡ 0120-150-413 埼玉会場：大宮区仲町 2-26 富士ソフトビル TKP 大宮ビジネスセンター
　※ 事前に「申請補助シート」をホームページから印刷して記入し、会場へ持参します。印刷が困難な場合は会場に

印刷した用紙があるので事前に取りにいきましょう。※WEB申請も有りパソコンが得意な人はチャレンジ！

必要書類

□☆誓約書　□身分証明書（個人の場合）　□対象月の売上台帳等　□通帳の表紙と 1、2 ページ目
□ 2019 年分の申告書控え（法人は事業概況書も）（個人の青色申告者は青色決算書も）
□ 直前 3 カ月間の賃料支払いを証明する書類（通帳の写し、振込明細書、☆支払実績証明書など）
□ 賃貸借契約書（無い場合は「☆賃貸借契約等証明書）

（☆印の書類はホームページからダウンロードします）

（埼玉県）中小企業・個人事業主等家賃支援金
主な要件

①埼玉県内にある建物、土地等を事業目的で賃借している。
②国の家賃支援給付金に申請し、給付通知を受け取っている。
③ 2019 年の月平均売上が 15 万円以上ある。

給付額 月額支払家賃の 1/15 の 6 か月分（上限額 20 万円（契約が複数の場合は 30 万円））

申請期限 2021 年 2 月 15 日まで

申請方法
電子申請…「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（賃借人）」で検索
郵送申請…書類をホームページからダウンロードするか、県庁・市役所等で入手

　埼玉県は、売上が減少した店舗に家賃を減免した�賃貸人（大家・オーナー等）に対する支援金の制
度も行なっています。詳細は申請要領・県のホームページなどをご覧ください。

個人事業に最大 100 万円
中小法人に最大 200 万円 （国）持続化給付金

内容 　2020 年 1～ 12月のいずれかの月で売上が前年同月比 50％以上減少している事業者に支給。

申請期限  2021 年 1 月 15 日まで にWeb申請（https://jizokuka-kyufu.jp）もしくは 窓口申請（完全予約制）

申請窓口 完全予約制☎ 0570-077-866さいたま会場：浦和区高砂 3-17-15 さいたま商工会議所会館 1F

必要
書類

●法人 □直近の確定申告書 第一表の控え（税務署の受付印があるもの）
　　　 □ 直近の法人事業概況書の控え（2 枚（両面））※無い人は民商へご相談ください。

●個人 □身分証明書〔運転免許証（両面）〕〔マイナンバーカード〕〔住民票＆健康保険証のセット〕…のいずれか
　　　 □ 2019 年分の確定申告書 第一表の控え（税務署の受付印があるもの）
　　　 □  2019 年分の青色決算書の控え（2 枚）（表紙と月別売上が記載のページ）※青色申告の場合のみ

●共通�□対象月の月間事業収入が分かるもの（「2020 年〇月の売上」と明確に記載されているもの）
　　　 □ 口座通帳の写し（表紙と表紙を開いた 1・2 ページ目の両方）※申請者本人もしくは法人名義のもの


